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平成３０年度　北信越高等学校体育大会入賞数一覧  2018年8月23日現在

H30 優勝 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 ６ 位

陸 上 10 5 10 20 12 5 62

柔 道 2 6 8

剣 道 1 1

ソ フ ト テ ニ ス 1 1

テ ニ ス 1 1 5 7

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 1 1

バ レ ー ボ ー ル 2 1 3

卓 球 3 3

バ ド ミ ン ト ン 1 1

体 操 5 4 2 11

新 体 操 4 3 3 10

弓 道 1 1 2

水 泳 3 6 5 14

サ ッ カ ー 2 2

ラ グ ビ ー フ ッ ト ボ ー ル 2 2

レ ス リ ン グ 6 3 4 13

ボ ー ト 1 2 5 8

ウエイトリフティング 2 3 3 8

自 転 車 2 3 4 9

フ ェ ン シ ン グ 3 3

空 手 道 2 1 4 7

ボ ク シ ン グ 1 3 4

ア ー チ ェ リ ー 1 1 2

カ ヌ ー 1 1

少 林 寺 拳 法 4 1 5

合 計 41 40 70 20 12 5 188



成績 入賞 在籍校

総合 ３位 佐久長聖

トラック 優勝 佐久長聖

フィールド ５位 松本県ケ丘

１００ｍ ４位 中嶋　謙 松商学園

２００ｍ ４位 中嶋　謙 松商学園

４００ｍ ４位 髙橋　和真 長野高専

８００ｍ 優勝 髙橋　一輝 長野高専

　　" ２位 畠山　龍大 大町岳陽

　　" ６位 熊谷　康成 伊那北

１５００ｍ ３位 富田　陸空 佐久長聖

　　" ４位 服部　凱杏 佐久長聖

５０００ｍ 優勝 服部　凱杏 佐久長聖

　　" ４位 鈴木　芽吹 佐久長聖

４００mH 優勝 岡村　州絋 岩村田

　　" ６位 山内　一輝 上伊那農業

３０００ｍｓｃ ２位 三島　颯太 佐久長聖

　　" ３位 小池　彪 佐久長聖

　　" ４位 関　剛洸 東海大諏訪

５０００ｍ競歩 優勝 鈴木　英司 長野工業

　　" ３位 小林　亮太 東海大諏訪

　　" ４位 石井　慎也 東海大諏訪

4×１00ｍ ３位

走高跳 ２位 高田　幸之助 松本県ケ丘

　　" ３位 宮入　太優 松本国際

　　" ６位 笠原　理央 諏訪清陵

棒高跳 ５位 中山　蓮 高遠

走幅跳 ４位 山浦　渓斗 小諸

三段跳 ４位 須甲　寛大 須坂

ハンマー投 ４位 萩原　倖司 梓川

やり投 ５位 中野　龍星 松本県ケ丘

八種競技 優勝 穂苅　康人 松商学園

総合 ４位 長野東

　　" ６位 東海大諏訪

トラック ３位 長野東

　　" ５位 東海大諏訪

１００ｍ ４位 宮澤　歩 諏訪二葉

４００ｍ ５位 樋口　虹夏 松商学園

８００ｍ ３位 萩谷　楓 長野東

　　" ４位 藤岡　緩奈 東海大諏訪

１５００ｍ 優勝 萩谷　楓 長野東

　　" ２位 高松　いずみ 長野東

　　" ４位 藤岡　緩奈 東海大諏訪

３０００ｍ 優勝 高松　いずみ 長野東

　　" ３位 小原　茉莉 長野東

　　" ４位 小林　成美 長野東

　　" ５位 千葉　麻里子 飯田

４００mH ４位 林　千尋 上伊那農業

　　" ４位 金森　佑奈 伊那北

５０００ｍ競歩 優勝 落合　早峰 東海大諏訪

　　" ５位 原田　琴菜 長野西

女子

陸上競技

松商学園

男子

種目

平成３０年度　北信越高校体育大会　入賞一覧（３位、陸上６位）



成績 入賞 在籍校

4×100ｍ ４位 市立長野

4×400ｍ ４位 東海大諏訪

　　" ５位 松商学園

走高跳 ６位 塩原　美里 松本県ケ丘

棒高跳 優勝 北村　美結 長野工業

三段跳 ３位 宮澤　歩 諏訪二葉

砲丸投 ４位 巾　こと美 木曽青峰

　　" ５位 臼井　華 更級農業

円盤投 ５位 小林　幸音 飯山

やり投 ２位 北野　緋菜 阿南

　　" ５位 松本　優花 更級農業

七種競技 ５位 齊藤　由佳 飯田

６６ｋｇ級 ３位 小野澤　暢大 東海大諏訪

８１ｋｇ級 ３位 塩沢　忠沖 佐久長聖

１００ｋｇ級 ２位 伊東　悠大 佐久長聖

４８ｋｇ級 ３位 百瀬　玲美 松商学園

５７ｋｇ級 ３位 中村　苑美 松商学園

６３ｋｇ級 ２位 西田　朱里 松商学園

７０ｋｇ級 ３位 山田　千尋 松商学園

７８ｋｇ超級 ３位 松岡　桃香 丸子修学館

剣道 男子 個人 ３位 兒玉　崇勢 長野

ソフトテニス 男子 団体 ３位 長野俊英

団体 ３位 松商学園

シングルス 優勝 杉本　佳加 松商学園

　　" ３位 横田　昂大 松商学園

ダブルス ３位 杉本・牛越 松商学園

団体 ２位 松商学園

シングルス ３位 松山　明日葉 松商学園

ダブルス ３位 松山・佐野 松商学園

バスケットボール 男子 ２位 東海大諏訪

優勝 松本国際

３位 長野日大

女子 優勝 東海大諏訪

男子 団体 ３位 松商学園

団体 ３位 松商学園

ダブルス ３位 田中・横田 須坂創成

バドミントン 男子 学校対抗 ３位 長野商業

団体総合 優勝 大町岳陽

個人総合 優勝 松村　朱里 大町岳陽

　　" ２位 坂口　彩夏 大町岳陽

跳馬 優勝 坂口　彩夏 大町岳陽

　　" ２位 松村　朱里 大町岳陽

段違平行棒 優勝 松村　朱里 大町岳陽

　　" ３位 坂口　彩夏 大町岳陽

平均台 ２位 坂口　彩夏 大町岳陽

　　" ３位 松村　朱里 大町岳陽

ゆか 優勝 松村　朱里 大町岳陽

　　" ２位 坂口　彩夏 大町岳陽

団体 ２位 長野東

個人総合 優勝 丸山　光星 塩尻志学館

クラブ 優勝 丸山　光星 塩尻志学館

スティック ３位 丸山　光星 塩尻志学館

団体 ２位 伊那西

　　" ３位 松商学園

陸上競技

女子

新体操

バレーボール

テニス

女子

男子

男子

柔道

女子

男子

男子

女子

卓球
女子

体操

種目

女子



成績 入賞 在籍校

個人総合 優勝 小畠　愛梨 伊那西

個人フープ 優勝 小畠　愛梨 伊那西

　　" ２位 小池　萌々華 伊那西

個人ボール ３位 小畠　愛梨 伊那西

男子 団体 ３位 長野吉田

女子 団体 優勝 長野日大

５０ｍ自由形 優勝 近江　ハリー 地球環境

１００ｍ背泳ぎ ３位 木村　佳寿帆 伊那弥生ヶ丘

１００ｍ平泳ぎ 優勝 近江　ハリー 地球環境

２００ｍ平泳ぎ ２位 金子　竜大 須坂

１００ｍバタフライ ３位 石坂　青伊 長野工業

４００ｍ個人メドレー ３位 石原　聡 飯田

４００ｍリレー ２位 長野日大

５０ｍ自由形 ２位 今牧　まりあ 飯田

１００ｍ自由形 優勝 今牧　まりあ 飯田

２００ｍ自由形 ２位 小田切　海空 飯田女子

１００ｍ背泳ぎ ２位 佐藤　柊 飯田

２００ｍ背泳ぎ ３位 佐藤　柊 飯田

１００ｍ平泳ぎ ３位 谷口　文菜 都市大塩尻

２００ｍ平泳ぎ ２位 谷口　文菜 都市大塩尻

男子 ３位 松本国際

女子 ３位 松商学園

Bブロック 優勝 飯田

Cブロック 優勝 岡谷工業

２位 小諸

３位 上田西

５１ｋｇ級 優勝 佐々木　風雅 上田西

　　" ３位 井出　大晟 上田西

５５ｋｇ級 ２位 曽根　敬次郎 上田西

６０ｋｇ級 優勝 大橋　寛介 上田西

６５ｋｇ級 優勝 山﨑　万里 小諸

７１ｋｇ級 ３位 稲葉　洋人 上田西

８０ｋｇ級 ２位 滝澤　建介 上田西

　　" ３位 高橋　信晃 小諸

９２ｋｇ級 優勝 伊藤　慧亮 小諸商業

５３ｋｇ級 優勝 堀内　真瑚 小諸

６２ｋｇ級 優勝 塩沢　和 佐総

シングルススカル ３位 丸山　裕生 下諏訪向陽

舵手付クォドルプル ３位 岡谷南

総合 ２位 岡谷南

　　" ３位 下諏訪向陽

ダブルスカル 優勝 下諏訪向陽

　　" ３位 岡谷南

舵手付クォドルプル ２位 諏訪清陵

　　" ３位 岡谷南

５６ｋｇ級トータル ３位 三野　勝也 松商学園

６２ｋｇ級トータル ３位 栗田　大地 松商学園

１０５ｋｇ級トータル 優勝 小松　由佑 松商学園

学校対校 ２位

４８ｋｇ級トータル ２位 手賀　向日葵 松商学園

５３ｋｇ級トータル ３位 小島　陽咲 松商学園

６３ｋｇ級トータル 優勝 湯澤　ののか 松商学園

　　" ２位 本澤　佑菜 松商学園

弓道

ボート

男子

ウエイトリフティング

男子

女子

ラグビーフットボール

女子

水泳

サッカー

女子

女子

レスリング

新体操

学校対抗

男子

種目

男子

女子

男子

松商学園



成績 入賞 在籍校

学校対抗 ３位 飯田風越

１ｋｍタイムトライアル ２位 菊池　岳仁 岡谷南

3ｋｍｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ ２位 山田　拓海 飯田風越

４ｋｍ速度競走 優勝 青島　冬弥 飯田風越

　　" ３位 中西　竜歩 松本工業

ポイントレース 優勝 山田　拓海 飯田風越

チームスプリント ３位 飯田風越

チームパーシュート ２位 松本工業

個人ロード・レース ３位 山田　拓海 飯田風越

男子 個人フルーレ ３位 中村　健人 箕輪進修

学校対抗 ３位 伊那北

個人サーブル ３位 宮下　水稀 伊那北

団体形 優勝 松商学園

　　" ３位 松本第一

個人形 優勝 北澤　以進 松商学園

　　" ３位 金森　喬大 松商学園

団体組手 ３位 松商学園

団体形 ３位 松商学園

個人形 ２位 相川　夏凛 松本第一

バンタム級（Aパート） ３位 関　要介 佐総

ライトウェルター級（Aパート） ３位 原　輝登 松川

ウェルター級（Aパート） ２位 成田　優太郎 小諸商業

ライト級（Bパート） ３位 甘利　誠喜 小諸

団体 ３位 上田東

個人 ２位 戸谷　恵理奈 上田東

カヌー 男子 カヤック・フォア ３位 篠ノ井高校犀峡校

総合 ２位 東海大諏訪

団体演武 ２位 東海大諏訪

組演武 ３位 東海大諏訪

単独演武 ２位 伊藤　蒼一郎 赤穂

女子 単独演武 ２位 伊藤　すみれ 伊那弥生ヶ丘

団体 　 ５４ 優勝（9）　２位（12）　３位（26）　４位（3）　５位（3）　６位（1）
個人　１３４ 優勝（32）　２位（28）　３位（44）　４位（17）　５位（9）　６位（4）
合計　１８８

アーチェリー 女子

男子
少林寺拳法

自転車 男子

男子

フェンシング
女子

女子

空手道

男子

ボクシング

種目


